
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成２７年度実施分）
　　　　　地域振興局名 ： 山本地域振興局

（振興局調整費）

部　名 部長名 担当課 担当班名 担当者名 電話番号 事業名、事業期間 事業目的・必要性
事業費
（円）

委託・
負担金・

直営
事業実施状況

事業実施主
体

事　業
対象者

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

事業の効果
今後の課題及び

取組方向

市民合唱団による地域の
元気創出支援事業

平成27年4月1日

平成27年7月1日～
平成27年8月31日

平成28年10月31日

秋田県北市民団体等交流
事業（「つながる×コラ
ボ！」活動の“わ”交流会）

平成27年4月1日

平成27年10月1日～
平成27年11月14日

平成28年10月31日

あきた白神観光誘客宣伝
事業

平成27年4月1日

平成27年12月1日～
平成28年1月31日

平成28年10月31日

地域観光振興のための
「日本遺産」認定に向けた
活動支援事業

平成27年4月1日

平成27年11月1日～
平成27年12月21日

平成28年10月31日

直営

□日時：平成27年12月21
日（月）
□会場：能代市旧料亭「金
勇」
□講師：公益社団法人日
本観光振興協会
　　　　理事長 見並陽一
氏
□参加者：100名

能代青年会議
所、能代商工
会議所、NPO法
人能代観光協
会

能代山本
地域の観
光事業者
等

能代山本地域の観光の可
能性について、地域の観
光事業者とともに理解を
深めることができた。

今後も観光振興に取り組む
地域の事業者等と連携した
事業を継続する。

「ふるさと祭り東京2016」
に出演した能代市の「天
空の不夜城」に関する情
報提供とともに、県観光振
興課が運営する秋田県観
光ブースであきた白神地
域のＰＲを効果的に実施
することができた。

首都圏でのＰＲについては、
基本的に本庁実施の観光Ｐ
Ｒに同行する形としている
が、今後も効果を検証しなが
ら実施を継続する。

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

佐藤　はる
か

0185-55-
8006

　一般社団法人能代青年
会議所が中心となり「日本
遺産」認定による地域観
光振興の可能性を探る活
動が始まり、その活動に
弾みをつけるために開催
された講演会「能代山本
地域の観光の可能性」へ
の支援（講師の招聘）を
行った。

50,000

東京で開催される「ハタハ
タフェスティバル」（築地本
願寺）や「ふるさと祭り東
京2016｝（東京ドーム）な
ど、あきた白神地域を首
都圏でＰＲする機会がある
ことから、ノベルティグッズ
を製作して、イベント会場
で宣伝活動を実施する。

376,040 直営

あきた白神地域を首都圏
でＰＲするため、ノベルティ
グッズを制作し、「ハタハタ
フェスティバル」（H27.12.5
～6）や「ふるさと祭り東京
2016」（H28.1.8～17）など
のイベント会場で宣伝活
動を行った。
□制作物：名入れウェット
ティッシュ　2,000個

県 観光客等
総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

佐藤　はる
か

0185-55-
8006

直営

地域で活動しているＮＰＯ
法人・市民団体・企業・市
民等の相互交流を目的と
し、それぞれの長所や課
題などの共有と互いに協
力できる部分を模索する
機会とすべく、「つながる
×コラボ！活動の“わ”交
流会」を開催した。
□開催日：平成27年11月
14日
□会場：能代市中央公民
館
□講師：輪茶プロジェクト
代表 石岡大輔 氏

県、能代市、Ｎ
ＰＯ、能代市社
会福祉協議会

管内で活
動している
県民団体・
法人・県民
等

名刺交換会及び意見交換
会の開催により様々な年
代、業種間の繋がりを生
むことができた。また、
ワークショップを行い、参
加者それぞれの考えを共
有することで、目的意識の
統一をすることができた。

今回の交流会できた繋がりを
その場限りのものにするので
はなく、この先繋がりを持った
人たちの活動のサポート等を
続けていくことが必要である。

市民参加者約80名がプロ
の音楽家の指導を受けた
ことにより、当日も大成功
に終わり、参加者及び鑑
賞者の文化活動に対する
意識向上を図ることができ
た。

能代オペラは地域を代表する
文化イベントのため、今後も
県民の文化振興を図るため、
協働していく必要がある。

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

柴田　翔
0185-55-

8004

名刺交換会及び意見交換
会を行うことにより、能代
山本地域で活動している
市民団体・法人・市民等の
相互交流を促進するととも
に、ワークショップを通じて
お互いの協力できる部分
を模索することを目的とし
ている。

22,000

小学生から大人までの幅
広い世代で結成される市
民合唱団をプロの音楽家
が指導することにより、合
唱技術を向上させ、能代
山本地域に合唱を楽しむ
文化が根付き地域の元気
を創出するとともに次世代
の音楽家が育つきっかけ
づくりとする。

110,000 直営

新たに結成された市民合
唱団をプロ音楽家が指導
することで、合唱技術の向
上と合唱を楽しむ文化の
醸成を図り、地域の元気
の創出と次世代の音楽家
が育つきっかけづくりに取
り組んだ。
□指導者：城谷正博 氏
（指揮者）、成田博之 氏
（オペラ歌手、芸術監督）
□指導日：平成27年７月
12日、８月２日・23日
□参加者：能代市内小学
校児童、能代オペラ音楽
祭市民出演者、市民有志
など約80名

県

能代オペラ音
楽祭実行委員
会

市民有
志、能代
市内の小
学生等

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

柴田　翔
0185-55-

8004
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能代港利活用促進事業 平成27年4月1日

平成27年11月9日～
平成28年２月29日

平成28年10月31日

能代山本地域結核対策推
進事業

平成27年4月1日

平成27年5月1日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

「木都のしろ」における新
木製品情報発信事業

平成27年4月1日

平成27年6月15日～
平成28年3月31日

平成28年10月31日

作成したリーフレットは掲
載業者等に配布するとと
もに県内外の展示会等で
周知・活用した結果、印刷
した1千部の9割を配布し、
有効活用されており、木都
能代の新木製品のＰＲが
できた。

管内では秋田スギを利用した
付加価値の高い製品が相次
いで開発されており、新商品
の情報発信が課題となってる
ため、引き続き事業に取り組
む必要がある。

能代山本地域で製品開発
され、本格的に市場へ送
り出そうとしている新木製
品のＰＲ版リーフレットを作
成し、首都圏の展示会や
イベント等で販路の拡大を
図る。

90,000 委託

・秋田材展（平成27年10月
6日）
・森と木の国あきた展（平
成27年10月7日～9日）
・東京国際展示場（平成28
年1月29日～31日）
・建築・建材展2016（平成
28年3月8日～11日）

農林部

各イベント
等の来場
者、住宅
メーカー及
び工務店
等

農林部
河越　博
之

森づくり推
進課

林業振興
班

木村　明
憲

0185-52-
2181

直営

平成27年12月5日（土）
「医療・介護関係者結核研
修会」の開催
能代厚生医療センター
参加者80名

福祉環境部
医療・介護
関係者等

医師をはじめ多くの方に
参加していただき最新の
結核対策について理解が
深まり、関係機関との連携
が強化された。

今後は出前講座等を活用し、
受講していない施設等にも周
知していきたい。

能代港の現状や課題につ
いて港湾関係者・企業とと
もに理解を深めることがで
きた。

今後も港湾利用に関する情
報収集や関係者・企業との情
報共有を図っていく。

福祉環境
部

永井　伸
彦

健康・予防
課

健康・予防
班

田中　久
美子

0185-52-
4333

地域の医療・介護関係者
等を対象に研修会を実施
し、最新の結核対策につ
いて理解を深め、結核の
早期発見と感染拡大防
止、結核患者への適切な
医療と療養の支援を図
る。

136,884

港湾利用に関する国や他
県の取組について情報収
集するとともに、能代港の
利活用や雇用創出に向け
ての勉強会を開催する。

120,000 直営

能代市と協働し、能代港
の利活用促進や雇用創出
に向けてのシンポジウム
「これからの能代港」を開
催した。
□開催日・会場：平成28年
２月４日　プラザ都
酒田港国際資源循環
フォーラムに出席した。
□開催日・会場：平成27年
10月30日 ホテルリッチ&
ガーデン酒田

県、能代市、能
代港湾振興会
等

能代港湾
振興会会
員、地域
住民等

総務企画
部

山木　將
弘

地域企画
課

企画・しら
かみ観光
振興班

新野　聡
0185-55-

8004


